
平成２８年度スーパーグローバルハイスクール事業

「国際探究Ⅰ」校内発表会・成果発表交流会

午前：校内発表会 午後：成果発表交流会（国際教養大学）

１ はじめに

２月２４日（金）、「国際探究Ⅰ」の１年間の成果を発表する校内発表会と成果発表交流会を開催し、

県内フィールドワーク（ＦＷ）や海外ＦＷで調査研究を行った班ごとにプレゼンテーションを行った。

午前は各クラスごとに校内発表会を実施し、あらかじめ選出されたクラス代表班以外の全ての班が

発表し質疑応答も活発に行われた。２年生がゲストアドバイザーとして各教室に出向き、助言を行った

午後は１年生全員が国際教養大学にバスで移動して成果発表交流会を行ない、各クラス代表の６

つの班と海外ＦＷに参加した４つの班が発表を行った。SSH秋田中央高校生徒との交流も行われた。

また、午前中の校内発表会の時間を利用して、午後に発表する代表班が練習を兼ねて中等部１年

生に向けてプレゼンテーションを行った。

２ 成果交流発表会概要

（日時） 平成２９年２月２４日（金） １２：３０～１５：１５

（場所） 国際教養大学 多目的ホール

（目的） 平成２８年度スーパーグローバルハイスクール事業の集大成として、課題研究活動「国際探

究Ⅰ」において調査考察したことを、大ホールの聴衆の前でプレゼンテーションし、質疑応答を

通じてお互いに研究成果を深め合う。

（発表） １年生各クラス代表班６班及び海外ＦＷ班４班

（表彰） クラス代表班の中から最優秀賞、優秀賞、特別賞を選考する。

（参観） 秋田県教育委員会、 秋田経済研究所、 運営指導委員、 県内ＦＷ受入協力事業所等

保護者の参観希望者、 秋田中央高校（ＳＳＨ指定校）教員・生徒９名

（連携） 国際教養大学、 秋田県立大学、 秋田経済研究所、 県内ＦＷ受入協力事業所等

３ 成果発表交流会 クラス代表班による発表の概要

発表１ １年Ａ組４班 「秋田の食を広め、秋田を活性化させるには」（日本語）

秋田県は農業産出額が少ないが、米以外に果物など魅力ある農産物を生産している。農産物の輸

出によって秋田の農業の発展と活性化が図れるのではないかと仮説を立てた。

しかし、検疫などの理由で同じ農産物でも輸出しやすい国と難しい国、輸入量が制限される国など



があり、多くの農産物は安定した輸出が困難なことがわかった。

そこで、検疫の問題を解決するために、秋田が輸出するのではな

く、海外企業を秋田に誘致し、その海外企業が輸出する方法を提案

する。企業誘致の取り組みは農水省と民間企業がそれぞれ進めてい

るが、直接取引をする点で共通している。そのメリットは検疫の簡略

化だけでなく、働き手を増やすことが可能なこと、海外に秋田をＰＲで

きることである。

発表２ １年Ｆ組６班 「米偏重からの脱却！秋田の希望は枝豆だ！」（日本語） ※最優秀賞受賞

秋田県は農業産出額が低く、米偏重の農業と、農産物の加

工力が弱いことが課題である。そのため、米偏重からの脱却を

研究の動機とした。課題解への筋道は、米と共に主軸となる農

産物を提案し、それを加工し県内外にＰＲすることである。そこで

提案する作物が枝豆である。

枝豆はすでに県内農家に栽培ノウハウがあるが、他県産に比

べて安く、県内で加工を行える企業は少ない。加工を県内で行

うことで得られるメリットは大きい。加工品のＰＲと販売方法の工

夫でブランド化を図ることも重要である。県産枝豆を県内加工し

全国へ販売できれば、米偏重から脱却でき食品を加工する技術

も上がるというのが結論である。

工夫の例としては、県外客が利用する場所で販売しおつりが

出ない価格設定にして求めやすくすること、商品の形態を様々

なパターンにすること、SNSでアップしたくなるようなパッケージデ

ザインを取り入れるなどが挙げられる。

発表３ １年Ｄ組８班 「秋田の米の加工品を世界に発信するために」（日本語）

秋田県の稲作は米価の低迷や米の消費減少など取り巻く状況

は厳しいため、米を加工品にして国外に売り出す方法で課題解

決を考えた。現状では、農家が穀物メジャーに米を売ることがメイ

ンで、儲けが穀物メジャーに流れてしまうため、農家が儲かる物流

方法として提案したい。

穀物メジャーのメリットは、大量輸送でコスト削減を図り年間

を通じて安価に供給可能なことである。米加工品の米菓や日本

酒は今後更に輸出の増加が見込まれ、大量輸送のメリットも拡大

すると思われる。米粉を使ったグルテンフリーパスタはアメリカで急成長しておりあきたこまち生産者組

合が注目している。こうした新たな分野の開拓も期待できる。農家と加工品工場と輸出国をつなぐ大量

輸送方法を具体的にできれば実現できると考える。

発表４ １年Ｃ組３班 「耕作放棄地を再利用することで農地を増やそう」（日本語）

秋田県の増加する耕作放棄地を再利用して農地を増やす

ことを研究テーマにした。主な増加原因が高齢化による労

働力不足であるが、再開墾の費用を若者に負担させること

は無理があるため、経営規模が大きい農業法人に向けた提

案とした。法人に提案するメリットは、機械の効率的な利

用により労働時間が削減できること、新規就労者の初期負

担が少なく技術習得が可能なことなどである。

仮説として選んだ作付け作物は菜種である。菜種は菜種油、搾りかすは肥料、廃食油はバイ

◎商品の形態
さまざまなパターンを想定

? お土産用（箱詰め）
スナック系

即食べ（アイスなど）

売上：１haあたり381,150円
生産費：１haあたり103896円
圧搾：１㎏あたり約100円

収益額：１haあたり221,754円

解消作業は１haあたり
500万～1,000万円

3～5年で解消作業に
かかるコストを上回る。



オ燃料としてトラクター等に再利用できるなど無駄がない。また、菜種の需要量は国内生産量

の千倍もある。収益額も３～５年で耕作放棄地の解消作業にかかるコストを上回ることが見込

まれる。連作障害も薬用作物の栽培で対処できると考えられる。

発表５ １年Ｂ組４班 「農業に適した土壌改良で、砂漠での作物栽培を可能に」（日本語）

※優秀賞受賞

専門講座で土について学び、アフリカで砂漠化が拡大し深刻

な状態にあることに危機感を持ったことから、砂漠地帯の土壌を

変えれば緑地化でき農業が可能になるのではと仮説を立てた。

アフリカで作物が育たない理由は、養分の乏しい地質地帯と

無機質土壌が広がっていること、砂漠化が進行し毎年150万ha

が新たに砂漠化していることである。この広大な砂漠地帯の土

壌を入れ替えることは非現実的なため、必要な土壌を効率的に

使う方法を探し、ロールプランター工法とサンド・ソーセージ工法

の二つが有効であることを突き止めた。これにより砂の飛散を防

ぐと共に種子の定着を図り、土壌を有効に使うことが可能となる。

水については、日本企業の浸透膜による海水淡水化技術と

点滴灌水を使ってコストダウンを図り、プランターの土は、東アフ

リカの高地に分布する良質な土が活用できると思われる。これら

を組み合わることにより、砂漠地帯を緑地化し、作物を育てられ

るのではないかと考える。

発表６ １年Ｅ組５班 「How to spread the rice made in Akita to Indonesia widely」（英語）

※英語での発表に対する特別賞受賞

県産米の売り上げ減少を輸出によって解決できないかと考

え、米の輸入量が増加しているインドネシアに着目し、秋田の米

をインドネシアに広く届ける方法について考えた。輸出する際に

ネックとなるものは、米の価格の高さや、米種の違い、イスラム教

徒のためのハラール認証である。

価格の高さは直播き法によるコスト削減が考えられる。労働時

間短縮や農業機械のコスト削減につながり、普通の田植えの73

％にコストを抑えられる。米種の違いは米菓に加工して輸出する

ことで解決できると考える。米菓はこれまで人気がなかったが、

最近人気のある米菓が出てきており、伸びる可能性を秘めている。それをヒントに県産米を使った米菓

の製造輸出が可能ではないかと考える。

ハラールについては認証を得るための方法やコストなどを更に調べなくてはいけないが、ハラール

認証から直播き栽培、米菓への加工、輸出までを一貫して行う企業をつくることによってこれらの問題

は解決できるものと考えられる。

４ 成果発表交流会 海外ＦＷ班による発表の概要（質疑を含めすべて英語による）

発表１ 海外２班「Our Future With Organic Food」

日本とオーストラリアは共に長寿国である。食に長寿の理由を求めたとき、日本は和食、オーストラリ

アは有機農産物がポイントではないかと推測した。オーストラリアでは有機農業が盛んで、有機農産物

は栄養価が高く、健康や美容に関わる栄養が豊富だからである。

有機農産物についてメルボルンと秋田でインタビューしたところ、メルボルンでは95％の回答者が農

産物を利用すると答えた。秋田は10％に過ぎない。そのイメージもメルボルンでは「安全」と「健康」を

サンド・ソーセージ工法とは？



多く挙げたのに対し、秋田は「高い」と「わからない」という否定的な

ものが多かった。

ＦＷでわかったことは、オーストラリアでは有機農場でよくイベン

トが開催されたり、有機農産物のワークショップが多く行われている

など、有機農業や有機農産物が身近にあることである。

最近は秋田でも有機農産物のイベントが開かれるようになった。

日本でも有機農産物に対するイメージが好転し普及すれば、長寿

である日本人も更に健康で長生きできるのではないかと考える。

発表２ 海外１班「To grow vegetables in Akita using the ideas of soil cultivation & hydroponics」
ＦＷで、コンポストを活用した土壌栽培と水耕栽培を視察し、両

者のメリットを学んできた。これらを秋田の農業に生かせないか考

えた。水耕栽培は天候に左右されず、土を使わず、誰でも取り組

め、土壌栽培より水を90％以上節約できること、無農薬栽培が可

能なことなどの利点がある。そこで、今後は秋田でも土壌栽培と水

耕栽培を組み合わせたハイブリッド農業が可能ではないかという

仮説を立てた。

具体的には、風力発電と湧水を利用して電力と水を確保しなが

ら、生ごみと米ぬかを原料にコンポストを作り水耕栽培と土壌栽培

に生かすこと、栽培で出た野菜くずや米ぬかをコンポストに使うサ

イクルを作ることである。これでハイブリッド農業が可能となり、産出

額や就農人口の増加が期待できる。この方法は安全性や信頼性

が高く、一年を通して栽培でき、エコな点も利点である。秋田にハ

イブリッド農業を普及させることで、農業王国を創造したい。

発表３ 海外４班 「Road to AKB」（英語） ※ベストパフォーマンス賞受賞

「Akitano Kudamonowotukatta Biminasweetswotukatte Akitano Kennkouwo Backup」の頭文字を

キーワードにして、ヘルシーなスイーツを開発して県民と秋田県を元気にすることをねらいとした調査

研究である。ＦＷで訪れたメルボルンには、ドライフルーツやナッツ類を小さなボール状に固めて作っ

た「ビルスボール」と呼ばれるスイーツがあり、健康志向の人々から

人気がある。日本には類似した商品がないため、秋田の果物や枝

豆、あきたこまちなどを使った「ビルスボール」を開発して販売した

りカフェで出せば、観光客にもアピールする名物ができると考え

る。果物はドライフルーツにすることが容易で取り組みやすく、小麦

を使ったお菓子と違い、砂糖や添加物を使わずアレルギーを引き

起こすこともない。自作してみたが、簡単に作れて大変おいしい。

「ビルスボール」で秋田を元気にしよう。

発表４ 海外３班 「EDAMAME WILL CHANGE YOUR HEALTH !!」（英語）

2025年には世界の５人に１人が肥満になると言われている

が、県産枝豆をその改善に役立てられないかと考えた。

枝豆は大豆に比べて低カロリー低脂質で、ビタミンＡやＣは

20倍以上も多い。県産枝豆は粒が大きいことや風味が良いこ

とが特徴で、収穫期が他より遅い。秋田県は枝豆生産日本一

を目指しているが、輸出することができれば可能と思われる。

メルボルン市民70名へ枝豆を食べたことがあるかインタビュ

ーしたところ、半数以上があると答え、海外でも口にしたことがある食品ということがわかった。課題は海
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外ではまだ高価格で一般的でないことである。大豆を枝豆に切り替えてもらう取組と、安く身近な食品

にする努力が必要である。世界の人々が高カロリーなスナック菓子をやめて枝豆を食べるようになれ

ば、世界の人々をより健康にすることが可能になると考える。

５ 生徒の振り返り

①校内発表会について

・今まで１年間講話を聞いたり県内ＦＷなどで研究した成果を出すことができた。

・似ていても違うテーマの個人が集まったためはじめは全くまとまらず、考えの相違やトラブルも多々

あった。それだけに最後の団結と達成感は言葉にならない。探究以外にも多くのことを学べた。

・質問でたくさん手が上がってうれしかった。興味をもって聞いてもらえたことが伝わってきた。

・達成感もあるし、みんなから評価されてうれしくもあるが、他の班や代表班の発表を聞いて反省点

もたくさん出てきた。今回の経験は、社会に出てから必ず役立つと思う。

・２年生の質問や指摘が的確で分かりやすく、たくさん褒めてもらった。あんな先輩になりたい。

・中等部生が英語での発表を理解しようと聞いてくれ、質問もしてくれたのでうれしかった。

②成果発表交流会（代表班）について

・プレゼンセミナーから何度も菅原さんに見ていただき、厳しくあたたかく指導いていただいたおか

げで、最後までやり通すことができた。班の仲間と高校でこのような体験ができて良かった。

・県内ＦＷでも英語にチャレンジしている班があり、その意欲に驚かされた。

・核心を突く良い質問がたくさん出ていた。良い発表に良い質問をすることで更に良い発表となって

いることがよく分かった。聴衆も含めて場全体で発表をつくることが実感できた。

・代表班は仮説の正しさを述べるだけでなく、批判的な目で客観的に論じているところが深かった。

・質問への返しが本編の発表と同じくらい論理立てられていて、堂々と答えていた。見習いたい。

・２年生の発表会ではそのレベルの高さに驚いたが、今回１年生の質疑も良く成長を感じた。

③成果発表交流会（海外ＦＷ班）について

・ＦＷの前からどの班も懸命に頑張ってきたので、ＡＩＵのステージで出し切れて良かった。

・県内ＦＷとは違い、外国のことを知ってそれを秋田に活かすという逆の考え方だったので、着眼点

がおもしろく、とても貴重な意見だと感じた。

・発音がきれいで聞き取りやすく内容を理解できた。このチャレンジを続けてもらいたい。

・伝えようとする発表は、英語であっても伝わるものがあって、その意識の大切さを学んだ。

６ まとめ

午後の成果発表交流会は、各クラス代表の６班と、海外ＦＷに参加した４班の計10班が発表を行っ

た。そのうち代表班の１班と、海外ＦＷ４班の計５班の発表と質疑はすべて英語で行った。審査は審査

員５名によって行われ、クラス代表班の中から最優秀賞と優秀賞、特別賞が一つずつ選ばれた。また、

海外ＦＷ班にも特別賞が一つ与えられた。最優秀賞の１年Ｆ組６班は３月18日、19日に仙台白百合女

子大学で開催される「東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラムin杜の都」で発表するとともに模擬国連

に参加することになっている。

審査員からは、昨年よりも秋田や世界の課題を捉える視点が鋭くなり、仮説や結論がより具体的で

現実的なものになっていることや、英語での発表や質疑についても良くなっていると評価いただいた。

また、ＳＳＨ指定校である秋田中央高校から参加した生徒も積極的に質疑に加わり、鋭い質問や意

見を多数出すことで発表を盛り上げ、交流を図ってくれた。

生徒の振り返りを見ると、「国際探究Ⅰ」の諸活動を通しての成長や成果を実感し、英語でのプレゼ

ンに対しても意義を理解し前向きに捉えている生徒が多いことが感じられる。成果発表交流会の直前

まで定期考査だったが、ぎりぎりまで提示資料や台本を練り直す姿が多数見られた。

また、２年生や中等部生との異学年交流も図られ、１年生は「国際探究Ⅱ」で更に成長した２年生の

姿や、英語での発表に熱心に質問してくる中等部生の姿に、大いに刺激を受けたようである。

終了後の運営指導委員会では、各委員から高い評価と更なる発展への期待の言葉をいただいた。


